
今回の区民文化祭の
ステージも音楽あり、
伝統芸能あり、ダンス
ありと盛りだくさんの

内容です！

問合せ 区民活動係　 948-2236　 948-2239

平成28年1月
都筑区長  畑澤 健一

詳細は、１月初旬から区役所や区内地下鉄駅などで配布するパンフレットや をぜひご覧ください。 都筑区民文化祭 検索

1月23日（土）・24日（日）●クラシック、23日（土）には
オープニングセレモニー、“区内中高生による吹奏楽の響宴”も
1月30日（土）●ロック&ジャズ&ポップス
1月31日（日）●伝統芸能
2月6日（土）・7（日）●パフォーマンスⅠ・Ⅱ（ダンス、バレエなど）

1月23日（土）～1月28日（木）●写真、花
1月28日（木）～2月2日（火）●絵画、文芸、工芸（布・紙製品）
2月2日（火）～2月7日（日）●書道、工芸（木・土製品）

《舞台》 会場：都筑公会堂

《展示》 会場：区総合庁舎１階区民ホール

この写真は
特別イベント当日の
作品展示やワーク

ショップの様子です。
1月からの展示も
ご期待ください！

オープニングは
1月23日（土）！

セレモニー後の、第20回
　　特別企画“区内中高生に

　よる吹奏楽の饗宴”は
見逃せません！

この写真は
11月29日にセンター北

プレミアホールで開催された、
20回記念特別イベント

“TSUZUKI COLLECTION”の
様子です。ファッションコンテスト

やステージパフォーマンスで
盛り上がりました！

新 年の
ご
あ
い
さ
つ

1月23日　〜2月7日土 日
（オープニングセレモニー）

都筑公会堂、区総合庁舎1階区民ホール

日時

会場

月岡 慶太くん
對馬 空葵ちゃん

中里 藍菜さん

区長賞受賞者

ファッション
コンテスト

特別賞受賞者

ファッション
コンテスト

ブレンダさん
ミューズ賞受賞者

ファッション
コンテスト

石橋 周子さん、琉くん親子
プレミア賞受賞者

ファッション
コンテスト

展示作品20年の歴史を礎に
これからも

“未来へつづく 都筑の文化”を
世代を超えて一緒に
創っていきましょう！
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時間は催しにより異なります。

入場・観覧
無料

第20回都筑区民文化祭
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  ［ふるさと・にぎわい］  祝！第20回記念 都筑区民文化祭

  ［特集］ 認知症の人とともに安心して暮らせるまちを目指して

  お年玉プレゼント企画 

  ［連載］ お困りごとQ&A（第8回） 住んでいるまちの統計データを見たいのですが…
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10日と30日は冷蔵庫をチェック！
〜ムダをなくそう〜

記念すべき第20回を迎える今回はさらにスケールア

ッ
プ

！

区民による区民のための一大“文化イベント”！

ぜひお気軽にお越しください！

ここから です（→12ページまで）都 筑 区 版

都筑区役所
☎ 948-2323（代表）

224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1
編集・発行／横浜市都筑区役所広報相談係
　　　　　  948-2223 948-2228

ホームページ モバイル版
QRコード
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講演・講座
ママと赤ちゃんのための健康講座

【1日目】食生活のお話と2回食を目安
にした離乳食の試食

【2日目】赤ちゃんといっしょに楽しく
遊びながらの体操（2日間で1コース）
日時2月16日（火）・25日（木）10時30
分～11時30分
対象区内在住で離乳食を始めて2か
月を過ぎた頃の子と保護者25組
持ち物【1日目】普段使っている離乳
食用のスプーン、飲み物【2日目】バス
タオル、飲み物
会場・申込み▶葛が谷地域ケアプラザ

（ 943-5951）へ1月19日10時から
問合せ▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

おやこヘルスアップセミナー

①パクパクくらす：食と健康について
の体験講座。お手軽料理の試食やマ
マやパパのための骨密度測定も！
②体操くらす：親子で楽しく体操しま
す。ママやパパのための体内年齢測定
も！（妊娠中の人はご遠慮ください）
会場区役所1階健診室
日時①2月5日(金)10時～11時30分 
②2月15日(月)10時～11時30分 
※いずれも受付は9時45分～9時55分
対象区内在住の2～6歳児と保護者各
クラス20組  ※保護者のみの参加も可
申込方法▶1月12日から
問合せ・申込先▶健康づくり係　

948-2350　 948-2354

お知らせ
都筑図書館のイベント情報

各催しの問合せ・申込先▶都筑図書館
948-2424　 948-2432

◆ぬいぐるみのおとまり会
ぬいぐるみと一緒におはなし会を楽
しんだ後、ぬいぐるみたちが都筑図
書館にお泊まりします。翌日午後、お
預かりしたぬいぐるみの返却と絵本
の貸出をします。
日時おはなし会：2月11日（木・祝）
①11時～ ②15時～ 
ぬいぐるみのお迎え・絵本の貸出：2月
12日（金）14時～17時
会場都筑図書館対面朗読室
対象1人でおはなしが聞ける子　
各回12人
申込方法▶1月14日から か
◆区内小学生による読書感想画展示
～子どもたちが描くものがたりの世界～
期間1月15日（金）～22日（金）
会場区総合庁舎1階区民ホール／
◆くまさんのおはなし会
日時2月18日（木）①10時～10時25分 
②10時45分～11時10分 ※各回同一内容
対象2・3歳児と保護者各10組  
※2歳未満の子どもは入室不可
申込方法▶2月4日から か
◆1月の定例おはなし会
日時1月20日（水）15時30分～16時／
対象1人でおはなしが聞ける子　
※保護者の付き添いは事前に相談

区役所からのお知らせ区役所からのお知らせ ※料金の記載のないものは無料です。市外局番は全て「045」です。

● 区役所への郵便物は ● 
〒224-0032　都筑区茅ケ崎中央32-1　都筑区役所○○係（担当）へ

 行事名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話・FAX番号、往復はがきの場合は返信面
 電話（番号）  ファクス（番号）  はがき  往復はがき
 返信用はがき持参  窓口  Eメール（アドレス）  ホームページ
 当日直接  先着  抽選  要予約

申
込
方
法

都
筑

都筑図書館の休館日　1月12日（火） ● 2月15日（月）
都筑公会堂の休館日　1月18日（月） ● 2月15日（月）

区の
概要

区の花・サクラソウ

人口… 211,537人 （平成27年9月1日現在・前月比180人増）
世帯数…80,672世帯（平成27年9月1日現在・前月比126世帯増）

交通事故発生件数…575件　
　死者4人／負傷者692人（平成27年1月1日～10月31日）
火災発生件数…27件（平成27年1月1日～11月30日）

※人口および世帯数は、国勢調査の結果が発表され次第、更新します。

お困りごと

【連載/全12回】

問合せ 統計選挙係　 948-2215　 948-2209

　皆さんは、自分の住んでいるまちのことをどのくらい
ご存じですか。横浜市や都筑区では、さまざまな統計デ
ータを公開していて、どなたでもご活用いただけます。

住んでいるまちの統計データを
見たいのですが…第8回

問合せ  よこはまウォーキングポイント事務局　 0570-080-130
　　　 都筑区役所健康づくり係　 948-2350　 948-2354

よこはまウォーキングポイント 検索

問合せ 緑税務署　個人課税部門　 972-7771（代）

　もうお持ちですか？40歳以上の市民で、
ウォーキングによる健康づくりに参加したい人

に無料で歩数計を
プレゼントしていま
す（送料630円のみ
ご負担ください）。
　詳しくは、申込書
やホームページを
ご覧ください。

主な申込書配布場所：区役所、地区センター、
地域ケアプラザ、スポーツセンター、行政サー
ビスコーナー

生活の中にウォーキングを
取り入れてみませんか？

緑税務署からのお知らせ
　緑税務署の確定申告書作成会場は、2月9日（火）に開設します。
　会場では、ご来署順に案内しますので、混雑時には長時間お待ちいただく
場合があります。　
　緑税務署の駐車場は使用できませんので、車でのご来署はご遠慮ください。

１ 平成27年分の確定申告【申告・納付期限】
●所得税及び復興特別所得税 2月16日（火）～3月15日（火）
●贈与税 2月1日（月）～3月15日（火）
●個人事業者の消費税及び地方消費税 3月31日（木）まで
※納税は、安心・便利な振替納税をご利用ください。口座振替日は次のとおり
所得税及び復興特別所得税：4月20日（水）　
個人事業者の消費税及び地方消費税：4月25日（月）

2 税理士による無料申告相談のご案内
日 　時   2月2日（火）・3日（水）9時30分～15時30分（12時～13時を除く。

    9時15分受付開始。受付順にご案内します）
会　  場  都筑公会堂　※都筑区以外の会場については、お問い合わせください。

対  　象  都筑区・緑区・青葉区に納税地のある、年金・給与収入が800万円
　　　　  以下の人や、事業・不動産・雑所得があり所得金額が300万円
　　　　　以下の人の所得税など、個人事業者の消費税など
※譲渡所得（土地、建物、株式など）がある場合は相談をお受けできないことがあります。
※来場者が多い場合は、受付を早めに締め切る場合があります。
※源泉徴収票などの確定申告に必要となる書類、印鑑（認印）などをお持ちください。

確定申告書の作成は、国税庁ホームページ 確定申告書等作成コーナー 検索

43
へ～！数字で分かるって
面白いね。もっと都筑区の
詳しい情報はないのかな？

　見て見て！区内の「人気の犬
種ランキング」だって！1位は
ミニチュア・ダックスフンドな
んだね※2

　少し目を通すだけ
でも、まちの個性が
分かって面白いね

区役所が『統計で
見るつづき』という
無料の冊子を毎年
発行していて、ホー
ムページでも見ら
れるよ　

　えーっと、都筑区の人口は
211,537人※1。あ、8月1日～9月1日の
１か月間に180人も増えていて、増加
人数が18区中ダントツの1位だよ！

1 2

　横浜市や都筑区の統計データは、お住まいのまちに関する情報の宝庫で
す。都筑区ホームページには、町丁別などの統計データを見やすくまとめ
た冊子「統計で見るつづき」のほか、ご自由に使用・加工していただける
統計データ（区民意識調査の結果など）も掲載しています。ぜひ、ご活用く
ださい！

※1 平成27年9月1日現在　　※2 平成26年3月31日現在　犬の登録件数

統計で見るつづき 検索

よこはま
ウォーキングポイント

申込受付中！

横浜市ホームページの
『統計ポータルサイト』って
いうページを見てごらん

統計ポータルサイト 検索

ニュースで人口減少って
よく聞くけど…

都筑区の人口ってどうやって
調べればいいのかな

引っ越して来る人が多かったり、
子どもがたくさん生まれたり、
活気があるまちということかも
しれないね

都筑区版6 平成28（2016）年 1 月号



問合せ・申込先 高齢支援担当　 948-2306　 948-2490

問合せ・申込先 地域力推進担当  948-2474 948-2239
 tz-chishin@city.yokohama.jp

問合せ  都筑区民活動センター 区役所1階、開館時間：8時45分～17時※土日も開館しています
948-2237　 943-1349　 tz-katsudo@city.yokohama.jp

問合せ  消費者ホットライン 188（局番無し）　　　　　　　　　
　　   地域振興係（都筑区防犯情報メーリングリストに関すること）

 948-2234 948-2239　　　　　　　　　　

問合せ 企画調整係　 948-2226　 948-2399

問合せ
◎申込みについて…横浜市指定管理者 （株)田澤園 分区園担当　 823–2121
◎分区園について…環境創造局公園緑地管理課　 671–2643

　介護をしていると心身共に疲れてしまうことがありますよね。介護者が健康で
いるために、日常生活の中に笑いを取り入れる方法を一緒に体験してみませんか。

日　時 2月3日（水）10時～11時30分　 会　場 区役所6階大会議室
講　師 笑

え

み筋体操インストラクター　宮
みやじ

地  一
かずめ

女 氏
定　員 100人（応募者多数の場合は抽選）　　
申込方法 事前に か

　都筑区では、中小製造業の取引機会・販路の拡
大を支援するため、区内に立地し、独自の技術で
躍進するものづくり企業を「メイドインつづき」
としてPRしています（今年度は17社が参加）。
◆「メイドインつづき」17社を紹介します！
　世界水準の高い表面処理加工技術や文化財の
修復現場で活躍する装置など、17社の卓越した技
術や優れた製品を紹介する冊子を発行します。
◆ テクニカルショウヨコハマ2016へ
　「メイドインつづきブース」を出展！
　テクニカルショウヨコハマは、県下最大級の工業技術・製品に関する
総合見本市で、新技術・新製品の発信とともに、新規顧客獲得や商談の場。
そこへ「メイドインつづきブース」を出展し、17社の優れた技術・製品など
を展示します。ぜひ会場でご覧ください！

　「つづき  つながり  フォーラム」は、何か新しいこと
を始めてみたい人、つながりをつくりたい人、活動を
もっと広げたい人などが集まり、都筑区のこれまでと、
これからの地域づくりの取組を聞きながら、次の一歩
を考える場です。
　全国で協働によるまちづくりを数多く実践されてい
る、studio-L代表、東北芸術工科大学教授（コミュニ
ティデザイン学科長）の山崎亮さんをゲストに迎え、
地域づくりや、やりたいことの実現のヒントを探ります。
日　時 2月12日（金）10時～12時　 会　場 区役所6階大会議室
対　象 フォーラムの内容に興味がある人
定　員  100人（応募多数の場合は抽選。区内在住・在勤・在学の人を優先します）
申込方法 1月29日必着で、 を明記し か
 ※2月5日までに連絡がなければ全員受講できます。
 ※講師への質問がある場合はご記入ください。
 ※託児（1歳～未就園児）を希望する場合は、「託児希望」とご記入ください。

都筑区民活動センターからの
お ら せ知 休館日◆1月18日（月）

　市民活動に関心のある人もない人もぜひ、ぶらりと遊びに来てください！
日程・内容 1月26日（火）～31日（日）：パネル展
  1月30日（土）・31日（日）10時～15時：ミニコンサート、
 子ども向け・大人向けワークショップ
会　場  モザイクモール港北 2階センターパーク、4階エレベーター前
          広場ほか／

日　時 2月3日（水）～5日（金）10時 ～17時
会　場  パシフィコ横浜展示ホールＣ･Ｄ

（西区みなとみらい一丁目1-1）／
　　　  ※入場には事前登録が必要です。詳しくは 

テクニカルショウヨコハマ2016

冊子は1月下旬から企画調整係（区
役所5階55番窓口）などで配布

昨
年
の
テ
ク
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子

笑いでココロも体も健康に！介護
講演会 ～介護者のためのストレス解消法のヒント～

山崎 亮 氏

テクニカルショウヨコハマ2016 検索

つづき  つながり  フォーラム
～山崎亮さんと地域のつながりについて考えよう～

　平成28年4月1日に、「横浜みどりアップ計画」によって整備された、大
棚杉の森ふれあい公園が開園します。公園内には、野菜や花を栽培する
ことができる分区園があり、地域の皆さんに有料で貸し出します。

募集概要
場　所 大棚杉の森ふれあい公園（分区園）（大棚町534）
区　画  家族及びグループ用分区園：36区画（1区画約10～12平方メートル）（予定）
 団体用分区園：2区画（1区画約40平方メートル）（予定）
利用期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日の1年間　
 ※希望者は1年間の延長が可能
年間使用料 1区画4,000円～　 1区画16,000円
対　象  区内在住で、徒歩で分区園を利用できる、家族か8人までのグ

ループ（2世帯程度を目安とする）
 区内在住で、徒歩で分区園を利用できる、9人以上のグループ
　　　  ※駐車場がないため、自動車・オートバイなどでの来園はできません。

申込み 
申込方法  1月25日必着。往復ハガキの返信面に住所・氏名を記載、往信面に 

①分区園名（ または ） ②利用代表者の  ③ のグループ
利用の場合は「グループ利用」と他の利用者の氏名、 の場合は

「グループ・団体名」（例：自治会町内会名、学校・保育園名など）と
他の利用者の氏名を明記し

 ※ と の重複申込みはできません。
申込先 〒232–0066　南区六ツ川四丁目1234
 横浜市指定管理者　㈱田澤園 分区園担当

当選者と区画の決定方法
　申込件数が募集区画数を超えた場合は、当選者と区画選定順位、補欠
者の順位を公開抽選で決定します。申込件数が募集区画数に満たない場
合は全員当選とし、区画選定順位を公開抽選で決定します。

●マイナンバーの通知や利用手続などで、
国や自治体の職員が家族構成、資産や
年金・保険の状況などを聞くことはあり
ません。

●不審な電話はすぐに切り、来訪の申し
出があっても断ってください。

　マイナンバー制度に便乗した詐欺や還付金詐欺などの発生
状況や注意喚起をメールでお届けします。右のQRコードから、
1分程度で簡単にご登録いただけます。

※マイナンバー制度の問合せは、横浜市マイナンバーコールセンター 0120-045-505 
  （つながらない場合は 367-5272）で受け付けています。

●お金を要求されても決して支払わないでください。お金を要求されたら、
すぐに家族や消費者ホットライン 188（局番なし）に相談してください。

●不審なメールは無視しましょう。返事のメールを送ったり、記載されて
いるアドレス（URL）にアクセスしたりしないでください。

大棚杉の森ふれあい公園（分区園）の
利 用 者 募 集

つづき人交流フェスタ開催！
～あいがうまれる  「都筑」ではぐくむ～

（私、愛、会い） こ   こ

　都筑区では、災害時に医師、薬剤師など
によって編成される「都筑区医療救護隊」
の看護師として、主に負傷者の対応やトリ
アージなどの医療救護活動をしていただ
ける人（Ｙナース）を募集しています。災害
時、あなたの力を貸してください。

募集案内事業企画係（区役所2階22番
窓口）などで配布。区役所ホームペー
ジからもダウンロードできます。
登録資格市内在住または在勤の保健
師・助産師・看護師・准看護師免許をお
持ちの人
問合せ 事業企画係 948-2344 948-2354

（横浜市災害支援ナース）募集

マイナンバー制度をかたった不審な電話などに関する相談が増加しています。

突然、役所の職員が来訪…………

お金を要求するメールが届いた… ありません

事例1

事例2

ありません

少しでも不安を感じたら、すぐに
消費者ホットライン 188（局番なし）へお電話ください。

「都筑区防犯情報メーリングリスト」に登録しましょう！ 

登録方法 入力フォームにアドレスを入力し、「入会を申し込む」ボタンを押します。その後
　　　  届いたメールのURLにアクセスし、「入会を希望」ボタンを押すと登録完了です！

都筑区防犯 検索

マイナンバー制度をかたった
不審な勧誘、個人情報の取得にご注意を！

都筑区　Yナース 検索
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介護者のつどいは、介護に関するコツや情報を
得たり、介護者同士で情報交換する場です。

開催場所
地域ケアプラザ
など

できること6

介護者のつどい
に参加する

　認知症の人を地域で支えるためのボラン

ティア講座を開催します。内容は、認知症

についての講座のほか、認知症＆予防カフェ

への参加、施設でのボランティア体験など

です。ぜひ一緒に活動しましょう。

わくわく体操教室❶

ひと交流サロン❽

健康踊りの和13

ねこの手 10

わくわく❹

中川ポールウォーキング倶楽部❷

ほほえみ交流カフェ❾
活きいきファーム14

若年性認知症のつどい 11

コスモスポールウォーキング❺

ほっと介護のつづき12

元気体操❻

コツコツ❼

ハイビスカス❸

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

正しい知識と理解をもって、認知症の人と
その家族を地域で見守る応援者が、認知症

サポーターです。養成講座を受講することで、
認知症サポーターになります。都筑区の
サポーター数は15,930人と横浜市内

第1位（平成27年8月末現在）です。

できること1

認知症サポーターになって
となり近所の高齢者の見守り

認知症の人や介護者などを対象

日　時  1月25日（月）、２月10日（水）、３月９日（水）
　　　13時30分～15時30分（3月9日のみ16時30分終了）
　　　 他2回  ※詳細はお問い合わせください。
場   所  区役所他　申込期限 1月20日まで
定   員   20人（抽選・全回受講できる人を優先）
申込方法  高齢支援担当へ電話かFAX
　　    948-2306　 948-2490

　認知症になってもずっとこの街
で暮らしたい、そんな思いで始め
ました。根っこにある支え合いの気
持ちがとても大切！キャラバン・メ
イトになって、認知症こどもサポー
ター養成講座を開いています。子ど
もたちのやさしい心に期待します。

　ロコモティブシンドローム（通称：ロコモ）という言葉を聞いたことはありますか？
ロコモとは、加齢や生活習慣などで運動機能が低下し、介護が必要なリスクが高くなることを言います。
ロコモ予防の第一歩は、自分の体の状態を知ることです。下記のロコチェックを行ってみましょう！

1つでも該当があれば、ロコモティブシンドロームの可能性が高いです。日頃から動く機会を増やし、
ストレッチや体操、ウオーキングなどを行いましょう！ロコモを予防するには、元気づくりステーション（下記参照）や

区役所、地域ケアプラザで開催する介護予防講座に参加することも効果的です。

　横浜市では、高齢者がいつまでも元気でいきいきと暮らせるよう、
元気づくりステーション事業を行っています。
　地域の人が中心となって企画・運営を行う元気づくりステーションで
は、ポールウオーキング、ヨガ、体操などの活動を行っています。そのほか、
保健師がグループ活動の支援を行い、参加者の健康相談にも対応します。
　詳しくは、区役所かお近くの地域ケアプラザにお問い合わせください。

予

予

認知症&
予防カフェ

介護者の
つどい

元気づくり
ステーション

元 予 つ

つ

つ

❷

❸

❹

❺
❻

❼

❽

❾

❶

◀
認
知
症
フ
ォ
ー
ラ
ム

10
11

12

14

13

健康づくり、認知症予防などについての問合せ●都筑区福祉保健センター　高齢支援担当　 948-2306　 948-2490

▲ハイビスカス

◀ひと交流サロン

◀わくわく

活きいき
ファーム▶

ねこの手▶

　高齢化が進むとともに、認知症の人も増加しています。介護認定を受けている高齢者の半数は認知症だと言われています※。
認知症の人が増えていく中で、都筑区では、認知症になっても地域で安心して暮らせるまちづくりを目指し、取組を行っています。

ロコモ予防と認知症予防に取り組もう！

身近な地域で自分に合った活動を探してみよう

特集

今年キャラバン・メイトになった
赤澤礼子さん

認知症キャラバン・メイト
って何？

インタ
ビュー

認知症の人を支える
ためにできること

認知症について広く知ってもらうことを
目的に、毎年、認知症フォーラムを

開催しています。今年度は「地域の見守り活動
を学ぶこと」をテーマに開催しました。

参加した皆さんにとって、
自分たちが出来ることを知る

機会になりました。

転倒予防のストレッチ体操を音楽に合わせて行って
います。

元気に暮らすために、健康に関する話や体操など
内容を工夫して活動しています。

楽しい曲に合わせて、簡単な踊りをみんなで踊ります。

公園や緑道でノルディッ
クウオーキングをしてい
ます。

春は草花を、秋はバー
ドウォッチングを楽し
みながら、ウオーキン
グしています。

緑道やケアプラザ周辺を楽しくウオーキングしています。

歌や音楽などの演奏、交流を通して、楽しい居場所
となっています。 季節の作物の収穫や花の手入れを行っています。

若年性認知症を65歳未満に発症した人のつどいです。

健康づくりのために月2回ウオーキングを行っています。

介護に関する悩みについて話し合ったり、ストレッチ
体操、介護の情報交換をしています。
問合せ ※「ほっと介護のつづき」のみ
　　　 ほっと介護のつづきの会代表 市丸（ 591-5945）

骨盤底筋を鍛える体操やストレッチを楽しく行っています。

紙芝居や音楽療法など。医師などがいつでも相談で
きる環境を心掛けています。

ヨガによるリラクゼーション、呼吸法を
取り入れ楽しく行っています。

認知症キャラバン・メイトが中心となり、
毎月1回、認知症の人を支えるための

情報交換を行っています。
（通称：サポート連絡会）

毎年開催している認知症フォーラムの
企画・運営も行っています。

できること2

できること4

認知症フォーラムに
参加する

認知症
キャラバン・メイトになる

認知症＆予防カフェとは、認知症の人と家族、
地域住民などの誰もが参加できる集いの場です。

楽しいイベントを行っていて、
心も体もリラックスできます。また、医師や
看護師などの専門職も参加しているので、

病気の理解を深めることもでき、
気軽に相談できる場にも

なっています。

徘徊で行方不明になることが考えられる
認知症高齢者などを事前に登録する

ことで、速やかに発見・保護する
仕組みです。
問合せ・申込先

区役所・地域ケアプラザ

できること3できること5

認知症＆予防カフェ
に参加する  　　

はいかい高齢者等
SOSネットワーク

　認知症に関する知識を持った人たち
のことで、認知症サポーター養成講座の
講師も行っています。市民セクターよこ
はまでは、認知症キャラバン・メイトに
なるための養成研修を開催しています。

認知症サポーターの目印
「オレンジリング」

※平成22年厚生労働省「認知症高齢者の現状」

※場所は
　9ページ参照

認知症の人や介護者などを対象

❶片脚立ちで
　靴下が履けない

❷階段を上るのに
　手すりが必要

❺15分くらい続けて
　歩けない

❸家の中でつまずいたり
　滑ったりする

❼横断歩道を青信号で
　渡りきれない

❹家のやや重い仕事が困難
　である（掃除機の使用、
　布団の上げ下ろしなど）

❻２㎏程度の買い物をして、
　持ち帰るのが困難である
　（1リットルの牛乳パック2個程度）

 7つの
ロコチェック

新栄地域ケアプラザ
新栄町19-19  592-5255

加賀原地域ケアプラザ
加賀原一丁目22-32  944-4641

葛が谷地域ケアプラザ
葛が谷16-3  943-5951

中川地域ケアプラザ
中川一丁目1-1  910-1512

東山田地域ケアプラザ
東山田町270  590-3788

凡例

認知症&予防カフェ「コツコツ」▲

人 財 育成講座（全5回）でできることを探しませんか？
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休館日◆1/12（火）、2/8（月）
 912-6973   912-6983

〒224-0001  中川二丁目8-1

中川西地区センター

申込み▶ 行事は1月11日から （9時
〜）か （10時〜）
●「中川西地区センター寄席」
　～笑いで寒さを吹き飛ばそう～
2月6日（土）14時開演（13時30分開場）
／80人 ／1人500円  ▶
●春のロビーコンサート
3月5日（土）13時30分〜14時30分／
50人 ／
●親子チャレンジ
　「パンダ海苔巻で鬼退治」
作って楽しい、食べておいしいパンダ
海苔巻と恵方巻を作りましょう／1月
30日（土）10時〜12時／小学生と保護
者10組 ／1組1,500円  ▶
●街の寺子屋
小学生の学習支援／1月28日（木）17時
〜20時 ※帰宅時お迎え要  ▶

休館日◆1/12（火）、2/8（月）
 943-9191   943-9131

〒224-0041  仲町台二丁目7-2

仲町台地区センター

申込み▶ 行事は1月11日から
●ままくらぶ
バレンタインお菓子作り／2月10日（水）
10時〜11時30分／1歳〜未就園児の保
護者15人 ／800円 ※託児あり（事前
申込制、400円）  ▶
●歌声喫茶　新宿ともしび
2月27日（土）9時30分〜11時30分／
70人 ／900円（お茶付き）  ▶
●レモンプロジェクト「乳がんのこと

本当に知っていますか？」
乳がん体験談と自己触診方法のお話

（レモンケーキ付き）。講師：国吉純／
3月9日（水）9時30分〜11時30分／女性
35人 ／800円 ※託児あり（10人 、
400円）  ▶
●親子エコ講座

「3R（スリーアール）ってなあに？」／3
月12日（土）13時30分〜14時30分／小
学生と保護者15組   ▶
●読書カフェ（全3回）
3月5日・12日・19日いずれも土曜日13
時〜14時30分／20人 ／1,000円（全
回分）  ▶
●ロビーコンサート
クラシックギター（川俣明）／2月13日

（土）13時30分開始／

休館日◆1/18（月）  ・  942-1569
〒224-0006  荏田東三丁目2

鴨池公園こどもログハウス
かもいけランド

●独楽（こま）　達人あつまれ！
みんなで教え合おう！競い合おう！／
1月23日（土）10時30分〜11時30分／
50人 ／  
●季節であそぼう  豆まきだよ
豆まき、ミニゲーム、紙芝居など／2月
3日（水）15時30分〜16時30分／

土・日曜日、祝日のみ開園  ・  945-0816
〒224-0037  茅ケ崎南一丁目4

茅ケ崎公園自然生態園

●里山保全再生
草刈り、木の伐採などの作業を行い
ます／1月16日（土）・24日（日）10時〜
12時 ※雨天中止／持ち物は問合せを
／

休館日◆月曜日（祝日の場合は翌日）
 912-7777   912-7781

〒224-0003  中川中央一丁目18-1

横浜市歴史博物館

●博物館開館21周年感謝デー
どなたでも全館無料でご利用いただ
けます。楽しいイベントも盛りだくさ
ん！／1月30日（土）・31日（日）／

休館日◆1/12（火）、2/8（月）
 593-8200   593-8201

〒224-0021  北山田二丁目25-1

北山田地区センター

申込み▶ 行事は開催日初日の1か月
前から か 。持ち物は問合せを
●講演「横浜事件になった女たち」
作家、山崎洋子先生による横浜にまつわる女
性の歴史をひもときます／2月20日（土）
14時〜16時／30人 ／400円  ▶
●教養講座「源氏物語を学ぶ」（全3回）
2月24日、3月2日・9日いずれも水曜日
10時〜11時30分／30人 ／1,200円

（全回分）  ▶
●カルシウムで元気に！
　生涯骨太クッキング（全2回）
ヘルスメイトさんによるカルシウム
たっぷりの栄養バランスを考えた料
理を作ります／2月5日（金）・19日（金）
10時〜13時／おおむね60歳以上16人

／1,000円（全回分）  ▶
●春に向けての寄せ植え
春先まで長く楽しめるお花の寄せ植
えを作ります／2月10日（水）10時〜11
時30分／10人  ※子ども同伴不可／
2,300円  ▶  
●和布でつくるかわいい子犬
ちりめんで高さ10センチのかわいい
子犬を作ります／2月6日（土）9時30分
〜11時30分／小学5年生以上15人
／500円  ▶
●おもしろ科学教室　わくわくサイエ

ンスショー「空気の科学について」
大学生から科学の楽しさを学ぶ（ホ
バークラフト工作 付き）／ 2月27日

（土）10時〜11時30分／小 学 生30人
／400円  ▶

休館日◆1/12（火）・25（月）、2/8（月）
 594-1723   594-2019

〒224-0028  大棚西2

都筑民家園

●ひな祭りお茶会
3月3日（木）①11時〜12時②13時〜14
時／各回15人 ／500円 
申込み▶ 1月11日から か
●いろり端おはなし会
親子連れ歓迎。協力「かたらんらん」／
1月18日（月）11時〜11時30分／
●初めての茶道講座
毎週土曜日と第2水曜日10時〜12時
30分／各回10人 ／各回1,500円
申込み▶開催日の2か月前から か
●親子、こども茶道講座
毎週土曜日13時30分〜16時／各回10
人 ／各回こども1,000円、親1,500円
申込み▶開催日の2か月前から か

休館日◆1/25（月）
〒225-0012  青葉区あざみ野南一丁目17-3

アートフォーラムあざみ野

 910-5656   910-5674
 http://artazamino.jp/

横浜市民ギャラリーあざみ野

●あざみ野フォト・アニュアル
「石川竜一展」「平成27年度横浜市所蔵
カメラ・写真コレクション展」／1月30日

（土）～2月21日（日）10時〜18時／
●Welcome！ロビーコンサート
1月24日（日）：宮坂貴白（尺八）ほか、2
月14日（日）：桑田葉子（ピアノ）、恩田
美佳（フルート）、片野敦子（ピアノ）／
12時〜12時40分／
●あざみ野カレッジ
　「写真集ができるまで」
講師：姫野希美（赤々舎代表・ディレク
ター）、聞き手：日比谷安希子（市民ギャ
ラリーあざみ野 学芸員）／2月20日

（土）14時〜15時30分／高校生以上40
人 ／500円 ※初回参加者は手数料
500円が別途必要
申込み▶2月8日必着。 か か
を明記し

休館日◆火・木曜日   ・  945-2949
〒224-0006  荏田東一丁目22-1

つづきの丘小学校コミュニティハウス

申込み▶ 行事は1月11日から か
●ヴォイストレーナーが奏でる
　コンサート＆トーク
富塚研二氏の日本歌曲を聴き発声法も学び
ます。ピアノは伊藤智恵子氏／2月1日（月）
10時〜12時／50人 ／500円  ▶
●ヨーガセラピー～からだを動かし、

こころをコントロール～（全4回）
やさしい動きで、腰痛や更年期障害を
癒し、デトックス、基礎代謝促進、そして
心を穏やかにイキイキと！／2月15日・
29日、3月7日・14日いずれも月曜日11
時15分〜12時45分／15人 ／2,000円

（全回分）  ▶

休館日◆火・金曜日   ・  591-3131　
〒224-0027  大棚町240

中川中学校コミュニティハウス

申込み▶ 行事は1月11日から か
●3B体操で心と体を
　美しくしよう！（全3回）
ボール・ベル・ベルターと言う「B」の付く
用具を使って楽しい運動を行います／
1月21日・28日、2月4日いずれも木曜日
10時〜11時／健康な人15人 ／500円

（全回分）／持ち物は問合せを  ▶
●たこつくり＆たこあげ大会
たこ作り：1月30日（土）9時〜12時／たこ
あげ（滝ケ谷公園）：2月13日（土）10時〜 
※雨天の場合は2月20日（日）に延期／
子と保護者15組 ／子ども1人につき
300円／持ち物は問合せを  ▶

休館日◆日・月曜日、祝日
 912-5135   912-5160

〒224-0003  中川中央一丁目1-3あいたい5階

都筑区子育て支援センターポポラ

申込み▶ 行事は前開館日までに か
●チルコロウィーク2016春
親子サークルの活動体験など／2月16
日（火）～3月5日（土）／未就学児と家族

／詳細は問合せを  ▶
●パパとカプラで遊ぼう！
ママも一緒にどうぞ／2月6日（土）10
時30分〜12時／パパと未就学児10組

  ▶
●なるほどトーク「赤ちゃんの心を知ろう」
2月20日（土）14時15分〜15時30分／0歳
の子と保護者、妊娠中の人6組   ▶
●冬のおはなし会
絵本の読み聞かせ、わらべ歌／1月29
日（金）10時30分〜11時／0〜1歳の子と
保護者12組   ▶
●横浜子育てサポートシステム入会説明会
地域の中で子どもを預け預かる有償の活
動です／2月13日（土）・24日（水）10時30
分〜11時30分／入会希望者、各日10組

  ▶
●横浜子育てサポートシステム
　出張入会説明会
2月27日（土）10時30分〜11時30分／
入会希望者15組 ／つづきの丘小学
校コミュニティハウス ▶
●そうだポポラへいこう！
マタニティの人の仲間づくりや先輩マ
マ＆パパとのおしゃべりの会／2月10
日（水）10時30分〜11時30分／区内在
住の妊娠中の人10人   ▶
●子育てのいろいろおしゃべりしよう！
障がいのある子を育てている先輩マ
マと話そう！／1月16日（土）11時〜12
時／未就学児と家族5組   ▶
●じっくり相談
専門相談員による子育て相談／2月5
日（金）・6日（土）10時〜16時、20日（土）
10時〜12時／未就学児と家族   ▶
●ポポラへようこそ♪
発達に心配のある子や障がいのある
子と家族のポポラ体験／1月16日（土）
10時〜16時／未就学児と家族／

休館日◆1/21（木） 
 592-6517   594-1649

〒224-0035  新栄町17

せせらぎ公園古民家

申込み▶ 行事は開催日前日までに か
●古民家市
新鮮野菜販売／1月16日（土）、2月6日

（土）10時頃〜なくなり次第終了／
●和菓子作り教室
1月16日（土）10時〜12時頃／10人 ／
1,000円／持ち物は問合せを  ▶
●手打ちそばをたべませんか
1月22日（金）11時30分〜なくなり次
第終了 ※雨天中止／40食 ／1人前
500円／
●親子読み聞かせ
未就学児向けの絵本・紙芝居／1月20日

（水）10時30分開始／10組程度 ／
●音楽とあそぼう！
2月6日（土）13時〜13時45分／未就学
児と保護者10組程度 ／

・  944-0730
〒224-0052  二の丸14

都田公園

●編み物体験
　「ふわふわモコモコのマフラー」
通し口付きの首まわりあったかマフラー
です。棒針で簡単に編めます／1月31日

（日）10時〜12時／小学生以上12人
／1,200円
申込み▶1月26日までに か

休館日◆1/25（月）
 941-2997   949-0477

〒224-0053  池辺町2973-1
http://www.yspc.or.jp/tsuzuki_sc_ysa/

都筑スポーツセンター

●ワンデープログラム
16歳以上／動きやすい服装、室内シュー
ズ、タオルを持参／詳しくは で ＊印
は託児あり（事前申込制、有料）
申込み▶全て当日の開始30分前から必
ず本人受付（水曜ズンバは15分前）
◇フィットネスタイム
1回500円／終了時間の記載のないも
のは50分間／各40人（ズンバステップ
は40人）
◆月曜日（1月18日、2月1日・8日） ①ベー
シックエアロ／9時30分〜 ②トータ
ルエクササイズ／10時30分〜 ③マン
デーパ ワーヨ ガ／11時40分〜12時40
分  ◆ 火 曜日（1月12日・19日・26日、2
月2日・9日） ④ソフトエアロ／12時20
分〜  ◆水曜日（1月13日・20日・27日、
2月3日・10日） ⑤＊水曜ズンバ／9時
〜9時45分 ⑥＊ズンバステップ／10
時〜10時45分  ◆金曜日（1月15日・22
日・29日、2月5日） ⑦＊金曜ズンバ／
10時35分〜11時20分  ◆土曜日（1月
16日・23日・30日、2月6日） ⑧エアロビ
クスボクシング／10時〜
◇スポーツタイム
終了時間の記載のないものは90分間
◆ 火曜日（1月12日・19日・26日、2月2
日・9日） ⑨バスケットボールタイム／
19時15分〜／50人 ／600円 ⑩ バ
レーボールタイム／19時15分〜／24
人 ／500円  ◆土曜日（1月16日・23
日・30日、2月6日） ⑪バスケットボール
クリニック／9時15分〜／小学生50人

／600円 ⑫フットサルタイム／21
時〜／50人 ／600円

休館日◆1/26（火）
 592-0453   592-1402

〒224-0021  北山田七丁目3-1
http://www.waterarena.jp/

横浜国際プール

●当日参加プログラム
当日申込みで参加可能な教室を開催
中です。フロアプログラム520円〜、ア
クアビクス830円（プール入館料700円
含む）など。詳細は で
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施設からのお知らせ施設からのお知らせ ※料金の記載のないものは無料です。市外局番は全て「045」です。

● 都筑区イベント情報配信中！ ●
http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event/tsuzuki/

 行事名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話・FAX番号、往復はがきの場合は返信面
 電話（番号）  ファクス（番号）  はがき  往復はがき
 返信用はがき持参  窓口  Eメール（アドレス）  ホームページ
 当日直接  先着  抽選  要予約
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休館日◆月曜日（祝日の場合は翌日）
・  941-0987 〒224-0032 茅ケ崎中央57-8
 http://www1.tmtv.ne.jp/~satoyama/
 tsuzuki-park@tmtv.ne.jp

都筑中央公園自然体験施設
（NPO法人 都筑里山倶楽部）

申込み▶ 行事は開催日10日前必着で、
と申込者全員の氏名、年齢を明記し

か か  ※いずれも小雨決行・荒天中止
●里山保全体験（竹林の手入れ）
3月5日（土）9時〜12時／ばじょうじ谷
戸休憩所集合／30人 ／
●ジャガイモの植え付け
3月5日（土）13時〜16時／30人   ▶
●カブトムシの越冬幼虫観察会
3月6日（日）9時〜12時／30人 ／300
円／持ち物は問合せを  ▶
●ジュニアくらぶかんさつ会
エリア51観察と紙漉き体験（ジュニア
クラブ卒業授与式）／3月20日（日・祝）
10時〜12時／30人   ▶

●春の野草観察会
3月27日（日）9時〜12時／30人 ／300
円  ▶

 592-5975   592-5913
〒224-0024  東山田町270

東山田地域ケアプラザ

申込み▶ 行事は1月11日から か
●ほっと茶屋～介護者のつどい～
茶話会／1月26日（火）13時〜14時30分／介
護者・介護を終えた人15人 ／100円  ▶
●一番ステキなアートを見つけよう
工作や絵を楽しみます／1月17日（日）
10時〜12時／発達障害・自閉症のある
小学生10人 ／300円  ▶
●後見的支援制度説明会
障がいのある人が地域で住み続ける
ために見守る仕組み、後見的支援制度
の説明会／2月4日（木）13時30分〜14
時30分／ルミエラガーデンズ（マン
ション）北山田二丁目27／障害のある
人やその家族・近隣の人15人／

 592-5255   595-3321
〒224-0035  新栄町19-19

新栄地域ケアプラザ
 

●男の楽しみ方講座（全4回）
①定年後の過ごし方講座：2月23日（火）
10時〜12時、②コーヒーの淹れ方講座：
3月1日（火）10時〜12時、③料理作り：
3月9日（水）10時〜14時、④意見交換・
参加者で自主企画を考えよう：3月15
日（火）10時〜14時／①②新栄地域ケ
アプラザ、③④仲町台地区センター／
②③各500円／
●新春ジャズバンドショー
シニアジャズバンド「ハッピーじゃむ」演
奏／1月26日（火）13時30分〜15時30
分／100円／
●司法書士による無料相談会
相続、遺言、成年後見に関する相談／
1月30日（土）13時〜15時／8組（1組30
分程度）
申込み▶1月23日までに か

●女性のための福祉・介護のしごと相談
横浜市社会福祉協議会・ウィリング横浜
の福祉のしごと相談員による個別相談／
2月26日（金）14時〜16時／福祉や介護
の仕事に興味があり、復職やキャリア
アップを望む女性4人（1人20〜30分程
度）  ※託児あり（4日前までに 910-
5724で予約、750円）
申込み▶2月26日までに か

 590-5778   590-5779　
〒224-0014  牛久保東一丁目33-1

http://www.e-kusabue.org/

つづき地域活動ホームくさぶえ

●くさぶえでまめまきしましょう！
鬼にまつわる工作も開催／2月3日（水）
10時30分〜12時30分（まめまきは11時
30分〜12時）／未就学児と保護者／
●おはなし会
おはなしと季節の歌や手遊びなど／
1月28日（木）11時30分〜11時50分／
未就学児と保護者／

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

　ヨコハマ・グッズ「横濱001」は、平成元年に誕生した横浜の地域ブランド。2年
に1度の認定審査会で認定された、ヨコハマらしさあふれる魅力的な206商品が
そろっています。お求めは、高島屋横浜店7階、マリンタワー2階ショップなどへ。

　とっておきの横浜みやげをセレクトした「ヨコハマハイカラレーベル」が昨秋
誕生。市内各所のほか、羽田空港国内線第１旅客ターミナル地下１階にも期間限
定ショップが2月29日（月）までオープン中です。ぜひお立ち寄りください。

※写真はイメージです。

　1月25日（月）必着で、アンケートフォーム
（ http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzu
ki/kusei/kouhou/2801koho-q.html）か、下
記のアンケートの回答、希望賞品番号（①〜⑧
のうち1つ）と住所・氏名・電話番号を明記し
か （〒224-0032 茅ケ崎中央32-1 都筑区役
所広報相談係宛） ※当選者の発表は賞品の発送をもってかえ
させていただきます。1月末日までに発送予定。賞品はご希望
に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

１ 広報よこはま都筑区版で、よく読む記事はどれですか？
　（いくつでも）
　  ❶ふるさと・にぎわい面（5ページ）　
　  ❷区役所からのお知らせ（6･7ページ）　
　  ❸お困りごとQ&A（6ページ）　
　  ❹特集（8･9ページ）　
　  ❺施設からのお知らせ（10･11ページ）　
　  ❻健診・教室など（12ページ）　
　  ❼ふれあい伝言板（12ページ）

２ 広報よこはまにどんな情報があると「毎月読みたい」と思い
　 ますか？（例：お店紹介、レシピ、地域の出来事）
　 ※必ずご記入ください。
　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

３  広報よこはまについて、ご意見・ご感想がありましたらご記
入ください。

　（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

❽ 横浜定期観光バス
　「横濱ベイサイドライン」
　乗車引換券
　 午後コース「開港ものがたり」
　（三溪園、赤レンガ倉庫など。食事なし）
　※乗車有効期限：平成28年3月31日

❹ パピエ・ドゥ・アンジュ（天使の紙）
　マスキングテープ3個セット

❺横濱ミルフィユ（12個入り）

❻タツプリントタオル
　（フェイスタオル） 

❼横濱ナポリタン
　（2箱セット）

❶YOKOHAMA OLD STYLE
　045 COFFEE（スタンダード
　ブレンド200グラム）

3名様

3名様
2名様

2名様

2名様

❷横浜菓子物語　
　ミルククッキー（30枚入り）

2名様

　横濱ベイサイドラインは、市内の
観光スポットをガイド付きで案内す
る定期観光バス。横浜駅東口から毎
日運行の午前コース、午後コース、土
曜限定の夜景コース（1,950円〜）を
ぜひお楽しみください。詳しくは

横浜ベイサイドライン 検索

ご予約・問合せ
横浜駅東口案内所　 465-2077 4名様

2組

問合せ 広報相談係　 948-2223　 948-2228

申込み

2名様

❸ありあけ横濱ハーバー
　ダブルマロン（8個入）

ヨコハマ・グッズ「横濱001」や
ヨコハマハイカラレーベルについて

賞品一覧
アンケートにお答えいただくと、抽選で賞品が当たります！

ヨコハマグッズ 検索詳しくは

キリトリ線で
切り取り

はがきに貼って
応募できます。
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催  し
●良質な材料を使った手作りみそ教室

農薬不使用の大豆と天日塩に、無添加
のこうじを混ぜて作ります／1月23
日（土）・30日（土）／13時～15時／都筑
ハーベスト（茅ケ崎東五丁目6-5）／各
日20人 ／各日1,500円  申込み▶参加
希望日の前日までに か を明記
し か   問合せ・申込先▶都筑ハーベ
スト 金子、小林  ・ 945-7174 

harvest@tuduki.jp
●横浜市障害者後見的支援制度
　制度説明会・相談会

障害のある人が安心して暮らし続ける
ことができるよう、支援する制度です。
当日は個別相談あり／①2月2日（火）13
時30分～ ②2月4日（木）13時30分～ ③
2月6日（土）16時～ ④2月10日（水）10時
～ ⑤2月22日（月）10時～ 各1時間程度
／①加賀原地域ケアプラザ ②ルミエラ
ガーデンズ集会棟（北山田二丁目27） ③
新栄地域ケアプラザ ④葛が谷地域ケア

プラザ ⑤中川地域ケアプラザ／
問合せ▶つづき障害者後見的支援センター
リリーフ・ネット  482-4871  482-4872
●都筑レディース卓球大会
　参加者募集

3月10日（木）9時～15時／仲町台地区
センター／区内・近隣区在住の女性卓
球愛好者90人 ／600円 
申込方法▶1月24日～2月21日に申込み。
申込書は都筑区卓球協会 、仲町台地
区センターなどで配布  問合せ▶都筑
区卓球協会事務局  ・ 593-9904
●ダンス＆パフォーマンス
　T

ツ

SU・Z
ヅ

U・K
キ

I 2016  参加団体募集
ダンスなどのステージパフォーマンスを
発表しませんか／7月10日（日）13時開演
予定／都筑公会堂／区内・近隣区で活動
する団体 。1団体5～30分間、5分単位で
申込み（15分以上：11人以上の団体、20分
以上：15人以上の団体、30分：25人以上の
団体）／1人900円  申込方法▶代表者の

とEメールアドレス、団体名、ジャ
ンル、参加予定人数、希望演技持ち時間

 行事名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話・FAX番号、往復はがきの場合は返信面
 電話（番号）  ファクス（番号）  はがき  往復はがき
 返信用はがき持参  窓口  Eメール（アドレス）  ホームページ
 当日直接  先着  抽選  要予約

申
込
方
法

健診・教室など健診・教室など
※料金の記載のないものは無料です。市外局番は全て「045」です。

●特に記載のないものは、区役所1階福祉保健センター健診室で行います。
●予約制で、特に記載のないものは、1か月前から受け付けています。
●ベビーカー置場のスペースには限りがあります。ベビーカーの管理は
　自己責任でお願いします。

都
筑

を明記し か 。2月8日必着。
問合せ・申込先▶ダンス＆パフォーマ
ンスTSU・ZU・KI実行委員会 ・ 943-
8556 miyako.dancepowers@gmail.com

募  集
●ロクマルサミット in横浜都筑
　一緒に活動する皆さんを募集します

講演やワークショップを通じて「60代から
の新しい働き方や活動」を考える交流の場
です／世代・性別不問／詳細は問合せを
◆イベントも開催！「A&M The ロクマル
きものサミット」／着物の知識、着付の技
術を伝えます／1月20日（水）10時～13時
／20人程度 ／1,300円（ランチ付き）／
みんなのキッチン2階（茅ケ崎中央36-5）
申込方法▶活動メンバーは随時募集中。
きものサミットは1月13日までに か

を明記し   問合せ・申込先▶大山  
090-4841-0706　 948-5038

●パソコンサークル「でんでん、
　だんだん PC」会員募集

初心者・高齢者歓迎／毎月第2・4木曜日
／午前クラス：10時～12時 午後クラス：
13時～15時／中川地域ケアプラザ／1回

1,200円  申込方法▶事前に
問合せ・申込先▶岩村　 912-6985
●おとこの料理教室  メンバー募集

優しい先生と少人数でゆっくり楽しめ
ます。教室歴7年。初心者歓迎／月1回（土
曜日か日曜日）9時～13時／主にアート
フォーラムあざみ野・仲町台地区セン
ター／1回3,000円 申込方法▶事前に
問合せ・申込先▶Men’s cooking  生

なるかわ

川
taka_narukawa@p01.itscom.net

●椅子を使ったストレッチ 参加者募集
椅子に座って行うストレッチで足腰を鍛
えましょう／毎月第2・4水曜日10時30分
～11時30分／都筑センター／月1,000円
申込方法▶前日までに
問合せ・申込先▶篠原　 942-4107

広報よこはま都筑区版平成28年5月
号に、平成28年5月～平成29年4月に
行われる区内イベントを集約したカ
レンダーを発行します。掲載を希望
する場合は、1月29日までに広報相談
係（ 948-2223）へご連絡ください。

予約・問合せ　こども家庭支援担当　 948－2318　 948－2309

乳
幼
児
　

健
康
診
査

4か月児 1月12日・26日いずれも（火）12時～13時30分受付
1歳6か月児 1月14日・28日いずれも（木）12時～13時30分受付 
3歳児 1月7日・21日いずれも（木）12時～13時30分受付

女性の身体の
相談 予約制

思春期・授乳期・更年期及び避妊・不妊など何でも相談。 
日程など詳細は、お問い合わせください。

両親教室 
（4回1コース）
予約不要

平成28年6月出産予定の人 
　→2月5日・12日・19日・26日いずれも（金）
各回とも13時15分～13時30分受付／13時30分教室開始

乳幼児歯科相談・ 
妊産婦歯科相談 
予約制

1月27日（水） 乳幼児▶13時30分～14時30分
妊産婦▶15時

対象▶0歳～就学前の子、妊婦、産後1年未満の母親
内容▶歯科健診、相談、歯みがきアドバイス

予約・問合せ　障害支援担当　 948－2348　 948－2490
精神保健相談
予約制

1月6日（水）・14日（木）・21日（木）・28日（木）
※時間は問合せを。専門医によるこころの病、ひきこもりなどの相談。

予約・問合せ　高齢支援担当　 948－2306　 948－2490
認知症高齢者保健
福祉相談 予約制

1月8日（金）午前、2月12日（金）午前
嘱託医師による高齢者の物忘れ、認知症、こころの病などの相談。

都筑むつみ会 
「リハビリ教室」 
要事前連絡

原則毎週火曜日13時～15時 
脳血管疾患などにより後遺症のある人を対象に、リハビリ
教室や言語教室を開催しています。詳しくは問合せを。

■料金の記載のないものは、無料です。内容は各問合せ先へ。
■区民対象、区内実施で、区民が自主的に行うイベントやサークルの告知です。
　営利・宗教・政治活動につながるものは掲載できません。

予約・問合せ　神奈川県結核予防会　 251－2363
胃がん検診
有料
予約制

251－2363

2月19日（金）午前→1月20日～2月2日に予約受付
3月2日（水）午前→2月1日～2月15日に予約受付

（予約受付時間：9時～12時） 
※検診当日の受付時間は予約時にお伝えします。　 
対象▶市内在住の40歳以上の人（1年度に1回）
定員▶各40人　料金▶バリウムを飲んでエックス線撮影1,570円
※3月2日（水）のみお子さんの一時保育を実施します。一時保育希
望者は、予約後に健康づくり係（ 948-2350）へご連絡ください。

予約・問合せ　健康づくり係　 948－2350　 948－2354
肺がん検診
有料
予約制

3月2日（水）午前→2月3日（水）8時45分から予約受付
※検診当日の受付時間は予約時にお伝えします。また、同日
の胃がん検診も希望される人は、胃がん検診予約後に肺が
ん検診の予約をお取りください。
※2月19日は肺がん検診を実施しません。 
対象▶市内在住の40歳以上の人（1年度に1回）
定員▶50人　料金▶胸部エックス線撮影680円

胃がん・肺がん
検診時の
一時保育
予約制

女性の健康週間（3月1日～7日）特別企画として、3月2日（水）
に実施する都筑区役所会場での肺がん・胃がん検診時にお
子さんの一時保育を実施します。
対象児童▶1歳～未就学児　
申込み▶胃がんまたは肺がん検診予約後に、健康づくり係
に電話でお申し込みください（結核予防会では保育の予約
はできません）。

横浜市がん検診実施医療機関では、胃・肺・大腸・乳・子宮がん検診、PSA検
査（前立腺がん）を実施しています。医療機関に直接お申し込みください。

エイズ検査
予約制

1月14日・21日・28日いずれも（木）9時～9時30分
受付▶区役所1階健診室内13番／結果は1週間後

食と生活の健康
相談
予約制

1月12日（火）午前、22日（金）午後、2月9日（火）午前、16日
（火）午後、3月8日（火）午前
高血圧や糖尿病などの生活習慣病予防に関する、保健師や
栄養士による個別相談です。また、乳幼児の食生活につい
ての相談もお受けします。

禁煙相談
予約制

1月12日（火）午前、2月9日（火）午前
禁煙相談。呼気中一酸化炭素濃度と肺年齢の測定。

＊以下は広告スペースです。「広報よこはま都筑区版」に掲載されている内容とは関係ありません＊
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ここまでが
都筑区版です

◆◆◆

◆◆◆


